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本教育プログラムの活用にあたって

　本教育プログラムは、自動車整備士が次世代自動車に関して学び直す際に、整備技術のレベルや地域
のニーズに応じて活用できるように作成したものであり、「基礎編」及び「応用編」の２分冊で構成している。
活用にあたっては、次の点に留意する。   

１ 基礎編 
　（1）内容と講義時間   
　　 ①次世代自動車と自動車社会を取り巻く新技術（講義 ： 90分）   
　　 ②ＥＶ車のモーター技術（講義 ： 90分）   
　　 ③ＥＶ車の充電技術（講義･実習 ： 90分） 
　　 ④次世代自動車の整備時の安全作業（講義･実習 ： 90分） 
　　 　※日産ＥＶ・ｅ-ＰＯＷＥＲの構造・整備技術（講義・実習 ： 90分）  
　（2） 受講対象者  
 　  ・ 自動車整備士の経験５年未満の経験の浅い整備士で、電気自動車に関する知識があまりない整備
　　　士を対象とする。  
 　　・ また、経験はあるが、電気関係の基礎知識の学び直しを希望する整備士を対象とする。
　（3）研修方法  
　　 ・ 内容「①～④」は順序性があるため、順に学習を進めて・ ただし、内容④の「整備時の安全作業」は、
　　　低圧電気取扱特別教育とほぼ同じ内容であるので、低圧電気取扱特別教育をすでに受講している
　　　整備士は、「①～③」までの内容とする。   

２ 応用編  
　（1） 内容と講義時間  
 　　①トヨタプリウスＰＨＶの構造・整備技術（講義･実習 ： 90分） 
 　　②三菱アウトランダーＰＨＥＶの構造・整備技術（講義･実習 ： 90分） 
 　　③Ｖ２Ｈ（ＥＶパワーステーション）の取扱い（講義･実習 ： 90分）  
 　　④小型モビリティの構造と整備技術（講義･実習 ： 90分） 
　　 ⑤トヨタＭＩＲＡＩの構造・整備技術（講義･実習 ： 90分）  
　　 ⑥社会におけるＩＴＳの役割と今後の動向について及び未来の暮らしとＩＴＳ・完全自動運転の実用化
　　　　（講義 ： 90分）  
　　　※「自動運転」実証実験の現状について（講義 ： 90分） 
　　⑦自動運転の仕組み（レベル2）と整備技術（講義･実習 ： 90分）
　　※トヨタセーフティセンスＰの先進安全装置について 
（2）受講対象者   
　　・ 基礎編の受講修了者、または低圧電気取扱特別教育を受講済の電気に関する基礎的な知識を有
　　  する整備士を対象とする。 
（3）研修方法   
　　・ 内容「①～⑦」まで、すべてを研修するのではなく、地域ニーズを踏まえ、必要な講座をピックアップして 
　　　実施する。   
      ・ また、各内容に順序性はないので、講師や会場等の状況踏まえ、適切に構成をしていく。 
　　
※の講義については、参考として特別講義・実習を選択受講可とする。  
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各自治体の環境・エネルギーに対する取り組みとして、次世代自動車がどのような
役割を果たし、今後どのように活用されていくのか、また次世代自動車を使用した
新技術がどのようなものなのか特徴を学び、その上で将来の次世代自動車につい
て考えさせる。

電気自動車や燃料電池車などの次世代自動車の動力源にかかせないモーターに
ついて、構造、機能、役割を学び、その規格についても理解させる。

次世代自動車の充電について、家庭用普通充電から急速充電について、規格や仕
様、適切な管理、運用を理解すると共に、各充電装置についても理解する。

次世代自動車の車両の構造や高圧部品のレイアウトを理解させ、整備作業時の感
電事故対策を習得させる。

69

新世代ハイブリッド自動車の車両の構造や機能、特徴及び高圧部品のレイアウトを
理解させ、新しく採用された技術を理解させる。

参　考　「新しくなった、ハイブリッド技術」

1コマ

2コマ

3コマ

4コマ
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1. シラバスとの関係

各自治体の環境・エネルギーに対する取り組みとして、次世代自動
車がどのような役割を果たし、今後どのように活用されていくの
か、また次世代自動車を使用した新技術がどのようなものなのか特
徴を学び、その上で将来の次世代自動車について考えさせる。

2. コマ主題 次世代自動車と自動車社会を取り巻く新技術について

3. コマ主題細目

①次世代自動車普及の背景
②次世代自動車概要
③各自治体の取り組みと次世代自動車
④未来の自動車社会と次世代自動車

4. コマ主題細目深度

①エネルギー資源の問題や地球温暖化などの環境問題、自動車から
排出される有毒ガスなど、自動車分野の置かれた現状を確認し、次
世代自動車の必要性を考える。
②これから投入される次世代自動車の技術動向に触れ、今の知識だ
けではこれからの知識が不足していることを考えさせる。
③各自治体の取り組みを理解し、次世代自動車がどのように関わっ
ていくのかを考えさせる。
④次世代自動車の抱える課題や、インフラの現状を踏まえ、将来の
自動車社会を予測させる。

5. 次コマとの関係
次世代自動車の概要を学んだあと、主要技術であるモーターの知識
を学ぶことにより、次世代自動車にモーターが必要とされる技術で
あることを理解させる。

1. シラバスとの関係
電気自動車や燃料電池車などの次世代自動車の動力源にかかせない
モーターについて、構造、機能、役割を学び、その規格についても
理解させる。

2. コマ主題 モーターの種類、特徴と制御技術

3. コマ主題細目

①モーターとは
②直流式ＤＣモーター
③交流式ＡＣモーター（同期モーター）
④インバーターの役割と重要性
⑤インホイールモーター

モーター比較
（オリジナル
モーター模
型）

4. コマ主題細目深度

①モーターで使用されている電源やモーターの構造や原理、仕組み
について理解する。
②これまで電気自動車用モーターとして、低コストかつ簡易なDC
モーターの構造、機能について理解する。
③高度な制御が可能となるACモーターの技術を知ることにより、次
世代自動車の主流となるモーターの構造、性能を理解させる。
④ＡＣモーターを使用するにあたり必要となる、インバーターの役
割と重要性について理解する。
⑤モーターの配置による違い（インホイールモーターとダイレクト
ドライブ方式）などを理解する。

5. 次コマとの関係 電気自動車のエネルギーと動力について知識を習得したうえで、車
両での充電制御がどのようにして行われているのか理解を深める。

ＥＶ車のモーター
技術

シラバス（概要）　　

評価方法
筆記試験100点満点　合格点60点以上

コマシラバス

1
（1コマ）

①次世代自動車を使用した最新の技術の必要性の説明ができる。
②次世代自動車の動力源及び蓄電池（バッテリ）の充電技術の構造・特徴を説明できる。
③次世代自動車及の安全作業や重要部品のレイアウトについて説明できる。

2
（1コマ）

オリジナル・
テキスト

エネルギー制約の高まりや地球温暖化対策の観点から、エネルギー効率やＣＯ2排出量に優れ
た性能をもつ、プラグイン・ハイブリッド車（ＰＨＶ）、電気自動車（ＥＶ）、超小型電気自
動車（スマートＥＶ）、燃料電池車（ＦＣＶ）などの次世代自動車の普及に向けた先進的な取
り組みが、経済産業省を中心に地方自治体（都道府県から市町村町レベル）に広がってきてい
る。これらの次世代自動車には、エネルギー源として電気や水素などが使用され、動力源とし
てモーターを使用し、それらを最先端の通信技術で結んでいる。これらの技術の正しい知識を
持つことは、適切な取り扱いや、安全な整備作業を行う上で欠かすことが出来ない。本講座は
整備士が次世代自動車の構造や最新の技術について新たに学び直すための教育プログラムとし
て、その構造や技術を理解するとともに、次世代自動車及びその周辺の最新の技術を理解する
為の基礎知識を習得することを目的とする。

次世代自動車と自
動車社会を取り巻
く新技術について

オリジナル・
テキスト



50分/コマ コマのテーマ 項目 内容 教材・教具

1. シラバスとの関係
次世代自動車の充電について、家庭用普通充電から急速充電につい
て、規格や仕様、適切な管理、運用を理解すると共に、各充電装置
についても理解する。

2. コマ主題 ＥＶの充電規格と充電方法及び設備

3. コマ主題細目

①各種充電規格の違い、性能比較
②EV普通充電設備の考え方（単相AC200V・100V用）
③EV急速充電設備の考え方（三相200V）
④充電時の注意事項及び安全管理

4. コマ主題細目深度

①各種充電方法の特徴、性能を比較し、それぞれの規格の違いと考
え方を理解させる。
②普通充電設備について、仕様、性能を理解し、今後の課題や将来
性について理解させる。
③急速充電設備について、仕様、性能を理解し、今後の課題や将来
性について理解させる。
④充電時の注意事項を理解させて、安全な作業方法を習得させる。

外部故障診断
機（Ｇスキャ
ン2）

5. 次コマとの関係
次世代自動車が電気エネルギーを使用し、そのエネルギーでモー
ターを動かすのに、どのような通信技術が使用されているのかを学
ぶ。

1. シラバスとの関係 次世代自動車の車両の構造や高圧部品のレイアウトを理解させ、整
備作業時の感電事故対策を習得させる。

2. コマ主題 （実車にて）ＥＶ整備作業時の安全マニュアル

3. コマ主題細目

①次世代自動車での駆動用蓄電池レイアウト、衝突安全規格
②次世代自動車の特異構造、高圧部品のレイアウト確認、各法規要
件
③脱着作業時のマニュアル

スケルトン・
リーフ車（現
車リース教材
車両）

4. コマ主題細目深度

①衝突安全に対する国土交通省の指針を踏まえながら、次世代自動
車はどのように電池の搭載設計がされているのかを実車で確認させ
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②蓄
電池だけではなく、そこから繋がる回路を目視できる限り追いか
け、次世代自動車特有の部品を把握、整備作業時に注意すべき部品
を確認させる。
③感電事故防止のため、どのようなステップで脱着作業を行うか手
順を習得させる。

安全工具
安全手袋

5. 次コマとの関係 履修判定試験及びアンケート記入

1. シラバスとの関係 新世代ハイブリッド自動車の車両の構造や機能、特徴及び高圧部品
のレイアウトを理解させ、新しく採用された技術を理解させる。

2. コマ主題 （座学と実車にて）ｅ-ＰＯＷＥＲの構造、特徴、レイアウトを理
解する。

3. コマ主題細目
①ｅ-ＰＯＷＥＲの基本構成と安全作業
②ｅ-ＰＯＷＥＲのシステム構成
③リチウム・イオン・バッテリの取り扱い注意

日産ノートｅ
-ＰＯＷＥＲ
車（現車リー
ス教材車両）

4. コマ主題細目深度

①ｅ-ＰＯＷＥＲの基本構成をふまえながら、安全作業について習
得させる。
②ｅ-ＰＯＷＥＲのシステムの構成部品の構造や配置について理解
する。
③リチウム・イオン・バッテリの取り扱いと注意についての理解。

安全工具
安全手袋

1. シラバスとの関係

2. コマ主題

3. コマ主題細目 履修判定試験
4. コマ主題細目深度

5. 次コマとの関係

オリジナル・
テキスト

5
（1コマ）

履修判定試験
アンケート記入

参考
（1コマ）

新しくなった、ハ
イブリッド技術

3
（1コマ） ＥＶ車の充電技術

オリジナル・
テキスト

オリジナル・
テキスト

4
（1コマ）

次世代自動車の整
備時の安全作業

コマシラバス



次世代自動車エキスパート概論［基礎編］

　1コマ

「次世代自動車と自動車社会を
　取り巻く新技術について」
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●ページ数

Ｐ3

Ｐ4

Ｐ5～6

Ｐ7～9

Ｐ9～10

Ｐ10～11

Ｐ11～12

Ｐ13～15

Ｐ16～17

（充電スタンド・水素ステーション）

（ガソリンエンジンより髙効率）

（コモンレール）

（化学反応）

（電気を蓄える）

（定義）

教科名：次世代自動車エキスパート「基礎編」
科目名：次世代自動車　エキスパート概論
第（ 1 / 4 ）回  

次世代自動車周辺施設について

次世代自動車を取り巻く最新の国際情勢につ
いて

電気自動車・小型モビリティ

（次世代自動車の必要性）

（動力源を組み合わせる）

（今後の日本の取り組み）

●授業コメント

次世代自動車を取り巻く環境は年々進化しています。今後各メーカーから最新の次世代自動車車が登場します。また次世代自動
車に関係する国際情勢も年々変化していきます。今からしっかりと新しい知識を身に付けて、時代に乗り遅れないようにしま
しょう。

●資格関連度 二級自動車整備士

次世代自動車と自動車社会を取り巻
く新技術について

●シラバス

●授業項目

次世代自動車とは

●キーポイント

ハイブリッド車、プラグイン・ハイブリッド
車

次世代自動車普及の背景

エネルギー制約の高まりや地球温暖化対策の観点から、エネルギー効率やＣＯ2排出量に優れた性能をもつ、プラグイン・ハイブ
リッド車（ＰＨＶ）、電気自動車（ＥＶ）、超小型電気自動車（スマートＥＶ）、燃料電池車（ＦＣＶ）などの次世代自動車の
普及に向けた先進的な取り組みが、経済産業省を中心に地方自治体（都道府県から市町村町レベル）に広がってきている。これ
らの次世代自動車には、エネルギー源として電気や水素などが使用され、動力源としてモーターを使用し、それらを最先端の通
信技術で結んでいる。これらの技術の正しい知識を持つことは、適切な取り扱いや、安全な整備作業を行う上で欠かすことが出
来ない。また次世代電力ネットワーク社会に対応した供給電源（Ｖ2Ｈ）の構造や取り扱いの知識の習得が重要になる。本講座は
整備士が次世代自動車の構造や最新の技術について新たに学び直すための教育プログラムとして、その構造や技術を理解すると
ともに、次世代自動車及びその周辺の最新の技術を理解することを目的とする。

授業シート
（目次）

燃料電池車

クリーンディーゼル車

天然ガス車
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次世代自動車

次世代自動車 窒素酸化物 粒子状物質 等 大気汚染物質 排出 少
全 排出 燃費性能 優 環境 自動車

具体的 自動車 自動車 電気自動車 小型
燃料電池自動車 車 自動車等

次世代自動車 種類
自動車

複数 動力源 組 合 利点 活 駆動 低燃費
低排出 実現 自動車
現在 各社 開発 市販 自動車 多 等
内燃機関 電気 油圧等 組 合 特 乗用車
開発 市場投入 急速 進

現在 自動車 効率 良 状態
運転 維持 小型 必要最小限 能力 搭載
効率低下 招 要因 不足 走行性能 代替 補助 走行
減速 制動時 回生 回収 駆動用 再利用 低燃費
低排出 実現 図 基本的 考 方 基

自動車 動力源 働 方 大 方式 方式
方式 方式 方式 分
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方式

基本的 発電機 駆動 発電電力 駆動 走行
走行 構造 発電電力 一部 回生

充電 発進 加速 登坂 大 電力 必要 時 供給電力
発電電力 併用 駆動 自体 小型 十分
高効率 運転 維持

方式

基本走行 発進 加速 登坂 大 必要 時
行 駆動 電力 供給

充電 電力 減速 制動時 発電機 回生
電力 回収

方式

方式 呼 基本的 構造 方式 専用 発電機 有
走行 発電 行 走行状態 応 単独走行
併用走行 単独走行 切 最適 動力源 選択 燃費向上

図 減速 制動時 他方式 同様 発電機 回生 電力
回収 充電
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自動車

自動車 自動車 対 家庭用電源 電気
車両側 充電 電気自動車 走行割合 増加

自動車

主要部品

直流電力 周波数 制御 交流電力 変換 装置

約 変換 補機駆動用及
電源 使用 昇圧 採用 電圧
昇圧 高電圧 駆動 高出力

化 図

車

整備 必要 車 車体 重
出来 部品数 増

複雑
低速 優 電気 静 接触事故等 起
使用 効率 良 発進
加速 出来 使用時 排出量
減速時 運動
発電 回収 充電 有害物質 排出量 削減出来

出来 製造 廃棄 時 発生
外部電源 夜間 排出量 搭載
充電 走行 車両 多
距離 伸
排出 出来
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電気自動車

電気自動車 蓄電池 蓄 電気 回転 走 自動車
搭載 通常 自動車 比 構造

大変簡単 部品数 少 部品自体 小型化 自動車自体 小型化
比較的容易 自動車 排出 一切 走行騒音 大幅 減少
電気 作 際 排出 排出量 電源構成 化石燃料
由来 電力 比率 高 程 排出 伴 通常 自動車 大幅
少
太陽光発電等 再生可能 充電 排出量

電気自動車 開発 歴史 専 性能向上 費
鉛電池 水素電池 変 近年 水素蓄電池 比
密度 高 性能劣化 少 高性能 自動車用 電池
多 自動車 電池 共同開発 実用化 至
自動車用 電池 搭載 次世代 電気自動車 開発 各社 進
年 国内 本格的 量産 市場投入 開始 年現在日産

搭載 電池 性能

小型 小型電気自動車

自動車 小回 利 環境性能 優 地域 手軽 移動 足 人
人乗 程度 車両
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自動車 仕様実態 合 構造

自動車 移動距離 以内 割以上
自動車 乗車人員 人以下 大半

認定制度 規格

乗車定員 人 人
定格出力 以下 又 以下
全長 全幅 全高
衝突基準 車検

主要部品

電気 蓄 装置 鉛電池 水素電池 電池 実用化
水素電池 電池 鉛電池 密度 寿命

優

電気 使用 車輪 回転 装置 直流電動機 交流電動機 使用
最近 電気自動車 小型軽量 効率 交流電動機 使用
交流電動機 永久磁石型同期電動機 主流

連動 電池 供給 電気 調整 出力
装置 交流電動機搭載 場合 直流 交流 変換

内臓
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電気自動車

走行時 他 排気 回 充電 航続距離 短
出 長距離走行 向

騒音 少 搭載 電池
高 本体価格 高価

安価 夜間電力 活用 受電 整
節約出来

燃料電池車

燃料電池自動車 車載 水素 空気中 酸素 反応 燃料電池 発電
電気 回転 走 自動車
各社 開発 進 燃料電池自動車 燃料 気体水素 主流 他
液体水素 気体水素 改質可能 天然 軽油等

炭化水素 水加 燃料 利用 直接水素 燃料
場合 排気 水素 酸素 化学反応 水 太陽光

再生可能 利用 水素 製造 地球温暖化防止
貢献
燃料電池自動車 燃料電池 発電自体 効率 高

部分負荷運転 極端 効率 低下
車 車 比 非常 高 効率 有

実際 燃料電池自動車 評価 場合 燃料 水素 何 製造
水素製造 係 効率 二酸化炭素 排出量 考慮

環境影響 検証 必要 今後 市販 普及 当 技術面
耐久性 信頼性 確保 加 部品点数 多 高価 材料 多用

最 重要 課題 年 燃料電池自動車 市場導入
年 水素 導入 大都市圏 中心 箇所 向 取組 行

燃料電池車の仕組み
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主要部品

燃料電池

水素 空気中 酸素 化学反応 利用 電気 発電装置
水素 燃料電池 水素極 供給 空気 酸素 空気極 供給 電気
発生

高圧水素

最新 水素 封 込 耐圧強度 確保 炭素繊
維強化 層 表面 保護 繊維強化 層 三層構造 採用

炭素繊維強化 層構成 革新 軽量化
高圧水素 搭載 貯蔵性能

燃料電池車

電気自動車 航続距離 長 燃料電池 価格 高
電気自動車 異 充電 必要 水素 貯蔵 搬送 高

地球温暖化 原因 二酸化 車 航続距離 実現
炭素 排出

車 比 倍以上 走行時 音 静 歩行者
効率 誇 気付

走行時 排出 水 水蒸気 水素 補給 水素
環境 優 整備 求

一酸化炭素 浮遊粒子状物質
有害 排出

燃料 水素 石油
様

製造

車

新長期規制 排出 規制 基準 適応 粒子状物質 窒素酸化
物 排出量 少 車
従来 車 黒煙 出 走 騒音 大
環境 悪 大 実 車 車
方 燃費 良 排出量 少 面 優 環境性能 持

新 燃料噴射 排気 騒音
従来 克服 新 生 変 環境保護

敏感 欧州 普及 急速 進
日本 削減 観点 次世代自動車 一 認定

購入 車種 徐 増 今後 普及拡大 期待
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主要部品

高圧 燃料 蓄圧室 内 蓄 制御
各気筒 適切 噴射量 噴射

高 燃料噴射圧力 燃料 微粒 燃料 粒 小 中心部 燃
残 粒子状物質 発生 抑

車

燃焼効率 有害物質 発生
高

二酸化炭素 排出量 少 製造 高
力強 古 車 悪

燃料代 軽油 安 根強
耐久性 高 振動 音 車 比

大

天然 自動車

天然 自動車 家庭 供給 都市 原料 天然 燃料
走 自動車 天然 気体 圧縮 高圧 容器 貯蔵

燃料 圧縮天然 自動車 世界的 最 普及
日本 普及 進 燃料供給用 天然 供給

整備 必要

クリーンディーゼル車の仕組み
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天然 特性 似 同様 点火式
既存 燃料供給系統 燃料噴射制御系統 多少変更

使用 価 高
約 天然 約 圧縮比 上 従来

高効率化 図 可能 優 特性 生
等 用 大型 適用
圧縮着火式 直接燃料 使用

代替 使用 点火系統 燃料噴射制御系統
追加 燃料供給系統 交換 圧縮比 変更 大幅 改造 行

載 替 大 対応 必要
天然 硫黄分 不純物 含 排出
浄化 容易 黒煙 出 用 三元触媒 使用

並 少 大気環境 改善 大 貢献
排出量 車 割少

主要部品

出 所定 圧力 減圧制御 弁

天然 自動車

天然 自動車 車両価格 同一 車 比
大幅 黒煙 硫黄酸化物 高価
発生

同 天然 天然 進
補給

燃料代 比較的安価
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次世代自動車 周辺施設
充電設備

電気自動車 車 普及 地球温暖化 防止
次世代 期待 普及 車 給油 必要

電気 給電 充電 整備 必要
立 寄 商業施設 滞在 観光地 充電 整備 近年 多

充電 自動車販売店 旅館 設置

急速充電

速充電 短時間 充電 可能 急速充電機能 利用 装置
電源 相 使用 出力 充電器 一般的 分間 程度走行可能
充電

普通充電

普通充電 単相 充電 行 装置 急速充電設備
比較 充電 長 時間 要 比較的安価 設置 可能
分間 程度走行可能 充電
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水素

水素 燃料電池自動車 水素 供給 設備 水素 現在
方式

型

場所 製造 水素 運 水素 貯蔵
直接燃料電池車 充填 水素 食塩電解 分解
炉 発生 副生水素 天然 改質 改質水素 通 考

水素 改質 必要 立 上 早
特長

型

水素 天然 脱硫 水
出発燃料 貯蔵 改質 水素 取 出 燃料電池車

供給 既存 燃料 使 貯蔵 容易 特長
立 上 時間 各種 原料 実証試験中

岩谷産業株式会社
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天然 急速充填設備

天然 同様 小型車 数分 天然 充填可
能 一般車両 充填 販売 天然 名称
呼 都市部 中心 全国 約 箇所整備
等 多 保有 事業所 自家用設備 導入 場合

東京
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次世代自動車 取 巻 最新 国際情勢

協定

年 月 日 気候変動枠組条約第 回締約国会議
協定 採択

気候変動枠組条約

年 開催 国連環境開発会議 地球
向 地球温暖化対策 国際的 進 作 国

拘束 最初 国際的取 決 条約

気候変動枠組条約 締結 国 締約国 毎年集 締約国会議
開催 温暖化対策 進 国際 交渉

第 回締約国会議 京都会議 京都議定書 国際条約 作

京都議定書 年 年間 温暖化 排出量 平均 原則
年 排出量 基準 減 形 先進国 数値目標 設定

各国 目標 達成 義務付 日本 年比 削減
目標 約束

年 開催 年 定
合意 採択 各国 年 目標 提出

年 各国 目標 積 上 国際社会 長期目標 合意
工業化以前 比 気温上昇 未満 抑 目標 達成
排出 削減出来 判明 各国 国際条約作 年
交渉 始 今回 合意 協定

協定 合意 内容

工業化前 比較 世界 平均気温 上昇 十分 下回 水準 抑制
以内 抑 努力 長期目標 国際社会 決

今世紀後半 排出 実質 脱炭素化社会 経済
示
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京都議定書 違

京都議定書 数値目標 達成 先進国 義務 協定
自国 目標 作成 提出 目標達成 国内措置 実施
国 義務

各国 示 長期目標 目指 年 目標 提出

協定 踏 日本 約束草案 削減目標
平成 年 月 日 地球温暖化対策推進本部決定

温室効果 排出量
国内 排出削減 吸収量 確保 年度 年度比

年度比 水準 約 億 万

整合的 技術的制約 面 課題 十分
考慮 裏付 対策 施策 技術 積 上 実現可能 削減目標

年 目標 引 上 出来 見直 年
排出量削減 中長期戦略 作成 年 提出 義務付

次世代自動車 関係 運輸部門 削減目標 年度比 約 削減

燃費改善 次世代自動車 普及
自動車 年 年

電気自動車 年 年
自動車

燃料電池自動車 年 年
自動車 年 年

交通流対策 等
交通流対策 推進
公共交通機関 利用促進等
高度道路交通 推進 自動運転 推進

推進

今後 課題

協定 各国 出来 早 締結 効力 発生 各国
排出量 合計 以上 相当 排出 国 締結

日本 年目標達成 国内対策 着実 進 課題
現在 源 割 化石燃料 輸入 依存 日本 省 再生
導入 温暖化対策 推進 自給率向上 電気代 負

担 抑 必要 技術 世界 脱炭素化 進 省 技術
再生 技術 強 持 日本企業 大



1 教科名：次世代自動車エキスパート「基礎編」

履修確認 科目名：次世代自動車　エキスパート概論
第（ 1 / 4 ）回  

次世代自動車と自動車社会を取り巻く
新技術について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　氏名：
解答時間
１５分

問題１

問題２

問題３

問題４

問題５

問題６

問題７

問題８

問題９

問題１０

低炭素社会づくりの行動計画で不適切と思われるものを選びなさい。
(1) 2050年までに温室効果ガス排出量を半減させる。
(2) 2030年までに次世代自動車の電池の容量を現状の1.5倍、コストを7分の1にする。
(3) 現在50台に1台の割合で販売される次世代自動車を2020年までに新車販売台数2台に1台の割合とする。
(4) 2030年までに高度道路交通システム（ＩＴＳ）の推進を図る。プラグイン・ハイブ

低炭素社会づくり行動計画における次世代自動車に定義されていない自動車について適切なものを選びなさい。
(1) 燃料電池車
(2) 天然ガス自動車
(3) クリーンディーゼル車
(4) ガソリンエンジン自動車
ハイブリッド自動車についての説明で不適切と思われるものを選びなさい。
(1) ガソリンやディーゼルの内燃機関と電気や油圧等のモーターを併用して走行する自動車のこと。
(2) 制動時の回生エネルギーを回収し、駆動用エネルギーとして再利用することが出来る。
(3) 充電ステーションなどのインフラが整っていないため、長距離走行に問題が発生している。
(4) ハイブリッド自動車はアイドリング・ストップすることが出来るので低燃費・低排出ガスを実現している。

電気自動車についての説明で適切なものを選びなさい。
(1) 蓄電池には、鉛電池やニッケル水素電池、リチウムイオン電池などが実用化されているが、その中でも鉛電池は
　  エネルギー効率や寿命的にも優れているので電気自動車等に使用されている。
(2) 電気自動車のメリットとして電池コストが低いので、車両本体価格を下げられる特徴がある。
(3) 走行時の騒音が少ない特徴があるが、排気ガスの排出が多いので問題化されている。
(4) 電気自動車の構成部品としてはバッテリー、モーター、コントローラーなどである。

燃料電池車についての説明で適切なものを選びなさい。
(1) 燃料電池車は、搭載した燃料電池で水を電気分解して、できた水素を燃焼させて走行する自動車である。
(2) 走行時に発生するＨＣなどの有害物質を水素で化学反応させて分解し、無害なガスにして大気に放出している。
(3) 燃料電池は水素と酸素の化学反応により発電した電気で走るので、ガソリン車に比べ非常に静かである。
(4) 1回あたりの水素充填に対しての走行距離は電気自動車より短いため、航続距離の課題が多く残る。

クリーンディーゼル車についての説明で不適切なものを選びなさい。
(1) 平成22年排出ガス規制をクリアする車両で、ＮＯｘやＰＭの排出量が極めて少なく、ガソリン車とほぼ同等の
　  基準を達成している。
(2) コモンレールシステムによって排気ガスや騒音などの従来のデメリットが克服されている。
(3) 環境問題に敏感な欧州では、エコカーとして普及が急速に進んでいる。
(4) 欧州ではエコカーとして扱われるが、国内では黒鉛などを多く排出するイメージがある為、販売までには至って
　  いない。

天然ガス自動車についての説明で適切なものを選びなさい。
(1) 家庭用に供給されているプロパンガスを主燃料とし、圧縮ガスとしてタンクに充填する。
(2) ガソリンエンジンと同様に燃焼するため、ガソリンエンジンを活用することにより、システムの変更が少なくてすむ。
(3) ガソリンよりオクタン価が低いため、効率が少し悪い。
(4) 着火性が優れている為、髙圧縮のディーゼルエンジンには最適である。

水素ステーションについての説明で適切なものを選びなさい。
(1) 現状でインフラ整備は終了していて、全国的に充分な水素ステーションが確保されている。
(2) 水素ステーションは一般に工場などで排出された水素を買い取って、販売するリサイクルステーションである。
(3) オフサイト型のステーションとは施設内で原料を改質して水素を製造する方式のステーションである。
(4) 水素ステーションとは燃料電池車に必要な水素を充填する施設である。

ＦＣＶの主な普及効果についての説明で不適切なものを選びなさい。
(1) ＦＣＶは緊急時の電源供給として、発電機能を発揮し、災害時の電源となる。
(2) ＦＣＶは走行時に水のみを排出し、ＣＯ2を出さない為、地球温暖化の対策として期待される。
(3) ＦＣＶは走行時に大気汚染物質である、窒素酸化物（ＮＯｘ）、粒子状物質（ＰＭ）も排出しない。
(4) 水素はエネルギー供給の観点からすると、石油や天然ガスからしか製造できない為、少し不安定である

次世代自動車普及への取り組みと課題についての説明について不適切なものを選びなさい。
(1) 水素エネルギーの認知度を上げる為、知識の啓蒙のための講演やイベント開催が必要である。
(2) 水素ステーションの整備の為、事業者と協力して水素ステーションの配置、ＦＣＶの導入などの促進に取り組む
　  必要がある。
(3) 次世代自動車の加速的普及を図るため、研究開発の促進、需要拡大、インフラ整備及び法規制の見直しなどにつ
　  いて、総合的な支援策が必要である。
(4) 県による補助・融資制度には限界があり、次世代自動車開発メーカーのさらなる努力による、コストダウウンを期待
　  する。
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1 教科名：次世代自動車エキスパート「基礎編」

解答 科目名：次世代自動車　エキスパート概論
第（ 1 / 4 ）回  
次世代自動車と自動車社会を取り巻く

新技術について

　　　　　　　　　　氏名：
解答時間
１５分

解答１ (2) 2030年までに次世代自動車の電池の容量を現状の1.5倍、コストを7分の1にする。

解説・解釈 2015年までに次世代自動車の電池の容量を現状の1.5倍、コストを7分の1にする。2030年までに次世代自動車の電池の
容量を現状の7倍、コストを40分の1にする。

解答２ (4) ガソリンエンジン自動車

解説・解釈 低炭素社会づくり行動計画（平成20年7月）においての次世代自動車の定義は、ハイブリッド自動車、電気自動車、プ
ラグイン・ハイブリッド自動車、燃料電池自動車、クリーンディーゼル自動車、ＣＮＧ自動車等の自動車を次世代自動
車としている。

解答３ (3) 充電ステーションなどのインフラが整っていないため、長距離走行に問題が発生している。　

解説・解釈 複数の動力源を組み合わせ、それぞれの利点を活かして駆動することにより、低燃費と低排出を実現する自動車です。
現在、各社で開発、市販されているハイブリッド自動車の多くは、ガソリンやディーゼル等内燃機関（エンジン）と
電気や油圧等のモーターの組み合わせとなっています。

解答４ (4) 電気自動車の構成部品としてはバッテリー、モーター、コントローラーなどである。

解説・解釈 電気自動車はバッテリー（蓄電池）に蓄えた電気でモーターを回転させて走る自動車です。ガソリンエンジンやディー
ゼルエンジンなどを搭載した通常の自動車と比べ構造が大変簡単であり、部品数が少ない。

解答５ (3) 燃料電池は水素と酸素の化学反応をにより発電された電気で走るので、ガソリン車に比べ非常に静かである。

解説・解釈 燃料電池自動車は、車載の水素と空気中の酸素を反応させて、燃料電池で発電し、その電気でモーターを回転させて走
る自動車です。

解答６ (4) 欧州ではエコカーとして扱われるが、国内では黒鉛などを多く排出するイメージがある為、販売までには至ってい
ない。

解説・解釈 　「ポスト新長期規制」という排出ガス規制の基準に適応する、粒子状物質（PM）や窒素酸化物（NOX ）の排出量が少
ないディーゼル車。（マツダスカイアクティブＤなどが普及）

解答７ (2) ガソリンエンジンと同様に燃焼するため、ガソリンエンジンを活用することにより、システムの変更が少なくてす
む。

解説・解釈 天然ガスは、ガソリンと特性が似ており、エンジンもガソリンと同様、プラグ点火式のオットーサイクルなので、既存
のガソリンエンジンの燃料供給系統と燃料噴射制御系統を多少変更することにより、そのまま使用することができます。

解答８ (4) 水素ステーションとは燃料電池車に必要な水素を充填する施設である。

解説・解釈 水素ステーションは燃料電池自動車に水素を供給する設備です。水素ステーションには現在オフサイト型とオンサイト
型2つの方式があります。

解答９ (4) 水素はエネルギー供給の観点からすると、石油や天然ガスからしか製造できない為、少し不安定である。　　

解説・解釈  水素は、天然ガスやエタノールなど多様な供給源から製造可能である。

解答１０ (4) 県による補助・融資制度には限界があり、次世代自動車開発メーカーのさらなる努力による、コストダウウンを期
待する。

解説・解釈 現在の補助・融資制度を拡充し、ＦＣＶについても補助の対象にすることを検討する。
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次世代自動車エキスパート概論［基礎編］

　2コマ

「EV車のモーターの技術」
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2 教科名：次世代自動車エキスパート「基礎編」
授業シート
（目次）

科目名：次世代自動車　エキスパート概論
第（ 2 / 4 ）回  

EEVV車車ののモモーータターー技技術術

●シラバス

エネルギー制約の高まりや地球温暖化対策の観点から、エネルギー効率やＣＯ2排出量に優れた性能をもつ、プラグイン・ハイ
ブリッド車（ＰＨＶ）、電気自動車（ＥＶ）、超小型電気自動車（スマートＥＶ）、燃料電池車（ＦＣＶ）などの次世代自動車
の普及に向けた先進的な取り組みが、経済産業省を中心に地方自治体（都道府県から市町村町レベル）に広がってきている。こ
れらの次世代自動車には、エネルギー源として電気や水素などが使用され、動力源としてモーターを使用し、それらを最先端の
通信技術で結んでいる。これらの技術の正しい知識を持つことは、適切な取り扱いや、安全な整備作業を行う上で欠かすことが
出来ない。また次世代電力ネットワーク社会に対応した供給電源（Ｖ2Ｈ）の構造や取り扱いの知識の習得が重要になる。本講
座は整備士が次世代自動車の構造や最新の技術について新たに学び直すための教育プログラムとして、その構造や技術を理解す
るとともに、次世代自動車及びその周辺の最新の技術を理解することを目的とする。

●授業項目 ●キーポイント ●ページ数

1電源の分類 （直流DC・交流AC） Ｐ23

2モーターとは （電気エネルギーを運動エネルギーに変換する装置） Ｐ24

3モーターの特徴（ガソリンエンジンとの比較） （低速時のトルク大・静か） Ｐ24～25

4モーターの構造と種類 （ブラシレスモーター） Ｐ25

5ブラシレスモーターの構成部品 （回転位置センサー・ECU） Ｐ26～27

6モーターで使用されている磁石 （ネオジム磁石とジスプロシウム） Ｐ27～28

7モーターと発電機について （モーター＝発電機　　回生ブレーキ） Ｐ28～29

8モーターのコイルの巻き方 （分布巻きと集中巻き） Ｐ29

9電気

10インホイールモータ

を変換する装置 （インバータ

（インホイールモータ）

とDC-DCコンバータ） Ｐ30

Ｐ31

●授業コメント

次世代自動車を取り巻く環境は年々進化しています。今後各メーカーから最新の次世代自動車車が登場します。また次世代自動
車に関係する国際情勢も年々変化していきます。今からしっかりと新しい知識を身に付けて、時代に乗り遅れないようにしまし
ょう。

●資格関連度 二級自動車整備士
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時間目 目

技術

電源 分類

技術 進歩 共 私 身近 多 使用
携帯電話 扇風機 冷蔵庫 生活 身近 所 工作

工業用 数多 使用 自動車 業界 近年 省
二酸化炭素削減 注目 車 電気自動車 燃料電池車 注目

動 電源 説明
電源 大 分 種類 乾電池 直流 家庭用
交流 分

直流 例 乾電池

配線上 電気 流 方向 一定
決 電気 一方通行

交流 例 家庭用

配線上 電気 流 方向 時間 変化 逆転
時間 変化 逆転

西日本 秒間 回 変化

今 電源 鉛 直流 使用
車 電気自動車 燃料電池車 使用

駆動用 交流 動
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自動車 電子制御装置 数多
使用 役割 考

電気自動車

電池 蓄 電気 利用 回転 動

役割

変換装置

電気 運動 機械 変換 装置

特徴 比較

特徴比較表

環境 力 構造

構造 複雑排出 出 曲線 山 定期的

出 回転数域 狭 部品点数 多

構造 簡単
排出 中低速時 高 楽

部品点数少

電 気 回 転
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曲線 曲線

構造 種類

種類 注意 自動車 使用 抜粋

構造
電気 流 磁界変化 利用 回転

直流 DC

交流 AC
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回転子

電気 流 回転 部分 自動車 場合出力軸 減速機 通 駆動
一般 中心部分 位置

固定子

回転 力 発生 部分
一般 外側部分 位置

直流電源 使用 駆動

回転子 電気 流 磁界 作

回転 電気 流 為 必要
回転 接触 固定 少 摩耗

接触 騒音

固定子 永久磁石 使用

長所 回転 自動的 磁極 変化 回 続

構造 簡単 安

三相交流電源 使用 駆動

回転子 永久磁石 使用

固定子 電気 流 磁界 作

回転子 回転 合 固定子 電気 流

長所 回転数 制御 回転数 周波数 電流 制御

楽

騒音 少

交流同期電動機 呼
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構成部品
自動車 駆動 使用

電気 流 続 回転 他 回転位置 及
必要

回転位置
回転 応

交流電流 流 必要 精密 位置
検出

素子

回転位置 回転 力
適切 演算 回転数 周波数
電流 制御 電気 流

構成部品

使用 磁石

自動車駆動用 使用 次 小型 軽量化 高出力
開発 性能向上 電源電圧 向上 磁石 磁力 大 関

使用 磁石 説明

種類
磁石

安価 形 自由 用 磁石 磁気
用 自動車 直流 使用

磁石 電気自動車 駆動用 使用
磁石 希土類元素 多 含 希土類磁石 磁石
磁石 倍以上 磁力 持 磁石 硬 非常 優

磁石 高温 弱 欠点

ECU
回転位置

永久磁石

巻線

素子
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電圧 参考
直流 電源約 鉛 直流 電源

変換 装置
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日産
方式 駆動輪 近 配置

直接駆動 方式 利点 操作 対
反応 良 左右 車輪 独立 制御 操作 対 旋回時

挙動 自由 作 出
自由度 向上 様 実現

日産

年 月 搭載 人乗 小型電気自動車
軽自動車 取得 発表 公道走行 可

能 場回転 横方向移動 実現 操作系 備

駆動 後輪2輪駆動
車両サイズ

全長×全幅×高さ
車両重量

最高速度

最大出力 定格出力

一充電走行距離

充電時間 時間
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直流（DC）電源として不適切なものを選びなさい。
（１）携帯電話のバッテリ
（２）乾電池
（３）一般家庭用コンセント
（４）ハイブリッド車の高電圧バッテリ

モーターの説明として適切なものを選びなさい。
（１）クリーンエネルギーを運動エネルギーに変換する装置。
（２）電気エネルギーを熱エネルギーに変換する装置。
（３）熱エネルギーを位置エネルギーに変換する装置。
（４）電気エネルギーを運動エネルギーに変換する装置。
ガソリンエンジンと比較した場合のモーターの説明として適切なものを選びなさい。
（１）音が大きい
（２）構造が複雑で交換部品が多い（定期的なメンテナンスが必要）
（３）低速時のトルクが大きい
（４）高速時のトルクが大きい

電気自動車の駆動用モーターとして適切なものを選びなさい。
（１）ブラシレスモーター
（２）コアレスモーター
（３）超音波モーター
（４）リニアモーター

電気自動車の駆動用モーターを動かす構成部品として適切なものを選びなさい。
（１）プレッシャレギュレータ
（２）バキュームセンサ
（３）プレッシャセンサ
（４）回転位置センサ　

電気自動車の駆動用モーターのローターに使用されている磁石で適切なものを選びなさい。
（１）フェライト磁石
（２）アルニコ磁石
（３）サマリウムコバルト磁石
（４）ネオジム磁石　

発電機の説明として適切なものを選びなさい。
（１）運動エネルギーを熱エネルギーに変換する装置
（２）再生エネルギーを熱エネルギーに変換する装置
（３）運動エネルギーを電気エネルギーに変換する装置
（４）電気エネルギーを運動エネルギーに変換する装置

電気自動車の回生ブレーキについての説明として不適切なものを選びなさい。
（１）減速時にタイヤの運動（回転）エネルギーを利用して発電している。
（２）電動ポンプで加圧した油圧を利用したブレーキで応答性に優れている。
（３）モーターの回転抵抗を利用したブレーキである。
（４）今までは熱エネルギーとして失われていたものを電気エネルギーとして回収できるシステム

インバータの説明として不適切なものを選びなさい。
（１）鉛バッテリの直流（DC）電源を駆動用モーターで使用する交流（AC）に変換する装置。
（２）回生ブレーキによって発電した交流（AC）を直流（DC）に変換してリチウムイオンバッテリに充電する装置。
（３）リチウムイオン電池の直流（DC）電源を駆動用モーターに使用する交流（AC）に変換する装置。
（４）直流（DC）を交流（AC）に又は、交流（AC）を直流（DC）に変換する装置。

DC-DCコンバータの変換電圧として適切なものを選びなさい。※電圧値はリーフを参考しています
（１）DC１２V⇒DC２４V
（２）DC３６０V⇒DC１２V
（３）DC１２V⇒DC３６０V
（４）DC１２V⇔DC３６０V

2 教科名：次世代自動車エキスパート「基礎編」

履修確認 科目名：次世代自動車　エキスパート概論
第（ 2 / 4 ）回  

EV車車ののモモーータターー技技術術

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　氏名：
解答時間
１５分

問題１   

問題２

問題３

問題４

問題５

問題６

問題７

問題８

問題９

問題１０
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2 教科名：次世代自動車エキスパート「基礎編」

解答 科目名：次世代自動車　エキスパート概論
第（ 2 / 4 ）回  

EV車のモーター技術

　　　　 　　　　　　　　　　氏名：
解答時間
１５分

解答１ （３）一般家庭用コンセント

解説・解釈 交流（AC）電源の代表例・・・一般家庭用コンセント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
直流（DC）電源の代表例・・・乾電池やバッテリ

解答２ （４）電気エネルギーを運動エネルギーに変換する装置。

解説・解釈 モーターは電気エネルギーを運動（機械）エネルギーに変換する装置です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ガソリンエンジンは（熱）効率が約４０％ですが、モーターは効率が約９０％と高効率です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

解答３ （３）低速時のトルクが大きい

解説・解釈 ガソリンエンジンと比較した時のモーターの利点は①排気ガスが出ない②走行時の音が静か③低速時のトルクが大きい
などがあります。また技術が進みモーターを車輪内部に設けたホイールインモーターにすると車両デザインの自由度が
増すなど自動車の構造が大きく変わる可能性もあります。

解答４ （１）ブラシレスモーター

解説・解釈 電気自動車で使用されるモーターはブラシの付いていいないブラシレスモーターが使用されています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
自動車メーカーによってブラシレスモーターでも名称が異なり、交流同期電動機やDCブラシレスモーター、シンクロナ
スモーター（SM）とも呼ばれています。

解答５ （４）回転位置センサ

解説・解釈 駆動用モーターであるブラシレスモーターを動かす構成部品にはバッテリやインバータ、コンバータはもちろんですが
ローター（回転子）の位置を検出するための回転センサーとステータ（固定子）コイルの電気を制御するECU（エレク
トロニック コントロール ユニット）が必要になってきます。

解答６ （４）ネオジム磁石　

解説・解釈 ネオジム磁石は一般的なフェライト磁石の数倍の磁力を持ち駆動モーターに使用されている。磁石は熱に弱くその中で
もレアアースのネオジム磁石は特に弱い為にレアアースのジスプロシウムを添加して熱対策をする必要があり価格が髙
い。　　　現在はレアアースの使用量を削減したりレアアース自体を使用しないモータの開発が進められている。

解答７ （３）運動エネルギーを電気エネルギーに変換する装置

解説・解釈 発電機は運動（機械）エネルギーを電気エネルギーに変換する装置です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
発電機はモーターと構造的に同じでありエネルギー変換の方向によって名称が変化します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

解答８ （２）電動ポンプで加圧した油圧を利用したブレーキで応答性に優れている。　

解説・解釈 回生ブレーキは自動車の減速時にタイヤの運動（回転）エネルギーを利用してモーターを回転させ電気エネルギーを回
収するシステムで、減速時にモーター内で磁界変化がおき回転抵抗となるためにブレーキがかかる。　　　　　　　　　　　　　
（２）の説明文は電気自動車でも使用されている油圧ブレーキのこと。電気自動車では油圧ブレーキ＋回生ブレーキで
制動力を確保しておりできる限り回生ブレーキの割合が多くなるようにECUで制御している。　　

解答９ （１）鉛バッテリの直流（DC）電源を駆動用モーターで使用する交流（AC）に変換する装置。

解説・解釈 インバータはブラシレスモーターとリチウムイオンバッテリの間にあり交流（AC）を直流（DC）に又は直流（DC）を交
流（AC）に変換する装置。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（１）のような鉛バッテリで駆動用モーターを動かすことはない。　　　

解答１０ （２）DC360V⇒DC12V

解説・解釈 DC-DCコンバータはリチウムイオン電池と鉛バッテリの間にあり、リチウムイオン電池の３６０V（DC）を鉛バッテリの
１２V（DC）に変換する装置で逆の変換（１２Vから３６０V）はできないので注意。



。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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3 教科名：次世代自動車エキスパート「基礎編」
授業シート
（目次）

科目名：次世代自動車　エキスパート概論
第（ 3 / 4 ）回  

ＥＶ車の充電技術

●シラバス

エネルギー制約の高まりや地球温暖化対策の観点から、エネルギー効率やＣＯ2排出量に優れた性能をもつ、プラグイン・ハイ
ブリッド車（ＰＨＶ）、電気自動車（ＥＶ）、超小型電気自動車（スマートＥＶ）、燃料電池車（ＦＣＶ）などの次世代自動車
の普及に向けた先進的な取り組みが、経済産業省を中心に地方自治体（都道府県から市町村町レベル）に広がってきている。こ
れらの次世代自動車には、エネルギー源として電気や水素などが使用され、動力源としてモーターを使用し、それらを最先端の
通信技術で結んでいる。これらの技術の正しい知識を持つことは、適切な取り扱いや、安全な整備作業を行う上で欠かすことが
出来ない。また次世代自動車に対する急速充電器設備を含む充電インフラや水素社会における「究極のクリーン自動車」の技術
などが今後重要になる。本講座は二級整備士課程の教育課程において、その構造や仕組みを理解するとともに、次世代自動車及
びその周辺の最新の技術を理解することを目的とする。

●授業項目 ●キーポイント ●ページ数

1リチウムイオンバッテリの概要 リチウムイオンバッテリの基本的な構造 Ｐ37～38

2リチウムイオンバッテリのメリット・デメリット リチウムイオンバッテリの特徴 Ｐ38～39

3日産リーフのリチウムイオンバッテリ 日産リーフに搭載されているリチウムイオンバッテリの構造 Ｐ39～40

4バッテリパックの安全装置 バッテリパックにどのような安全装置があるのか Ｐ40

5充電の規格 充電ポートの形状、通信の違いによる規格の違い Ｐ41～42

6充電の種類 充電の種類とその方法 Ｐ43

7急速充電と普通充電の違い 急速充電と普通充電の違いは何か Ｐ44～45

8充電時の注意事項 充電する際に気を付けるべきこと Ｐ46

9バッテリの管理 バッテリを長持ちさせる管理方法 Ｐ47～48

10バッテリと充電技術の今後 バッテリと充電技術は今後どうなるか Ｐ49

●授業コメント
次世代自動車を取り巻く環境は年々進化しています。今後各メーカーから最新の次世代自動車車が登場します。また次世代自動
車に関係する国際情勢も年々変化していきます。今からしっかりと新しい知識を身に付けて、時代に乗り遅れないようにしまし
ょう。

●資格関連度 二級自動車整備士
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時間目 目

極板 使 素材 長寿命化 高効率化等 日 研究 変更

概要

放電 充電

負極 飛 出
正極 入 込

正極 飛
出 負極 入 込

構造

気孔 抜 移動 移動 際 電子
同時 移動 電子 移動 充放電 移動 激

電流 多 流 異常過熱 起 異常過熱 発生 溶 気
孔 防 移動 止 電流 遮断 安全装置 役目

形状 種類
筒型 角型 型

米国 車両 使用筒型
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（４）リチウムイオンバッテリのメリット 

○自己放電が少ない 

○メモリ効果が少ない 

約2/3の大きさで同じエネルギーを出すことができる。○小型化できる 

○軽い 約半分の重量で同じエネルギーを出すことができる。

○長寿命  約 倍ほど長くなっている。

つぎ足し充電を開始した付近で顕著に起電力の低下が起こる現象。
一度完全放電する必要がない。 

内部の抵抗増加により、電池を使用していないにもかかわらず、時
間の経過と共に徐々に電気の量が減る現象。 

ニッケル水素バッテリと比べた場合 

 三菱自動車工業のアイミーブ等に使用されています。 

○ラミネート型 日産自動車のリーフ等に使用されています。 

バッテリの構成単位として、セル（単電池）といいます。この１つのセルでリチウムイオンバッテ
リは約３．６Ｖの電圧を出力します。 

○角型 
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（５）リチウムイオンバッテリのデメリット 

２.リーフのリチウムイオンバッテリ 
（１）バッテリパックの構成 

○電解液が刺激性がある 
電解液が空気中の水分と反応して酸性の蒸気を発生させる。吸引すると急性中毒を
起こす危険性がある。また、皮膚につくと刺激性があるため、取扱いには注意が必要
となる。 
：対応策 
電解液はセパレータに含浸させているため、万一リチウムイオンバッテリが破損した
場合でも大量に流出しないようにしている。また、強固なバッテリケースを使用し、事
故などの衝撃でも内部が破損しないようにしており、また完全密閉型にすることによ
り、電解液が漏れ出すことを防止している。 

電解液の炭酸ジエチル又は炭酸エチレンが揮発性が高く、可燃性である。そのた
め、高温で発火する危険性がある。 

○火災などの危険性がある 

：対応策 
バッテリ温度を常に監視し、温度上昇による加熱を防止している。温度が上昇し
過ぎた場合は、バッテリ温度を下げるため、モータへの出力を制限し、バッテリ温
度の上昇を抑える。 

○高コスト 

：対応策 
できるだけ豊富な素材の利用や、大量生産によりコストを下げる努力を行っている。 

材料にレアメタル（希少金属）を使うため、高価になってしまう。 

ニッケル水素バッテリと比べた場合 
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. 充電技術 今後

非接触充電

性能

次 電気 流 磁界 発生 磁界 次 通 次 電
流 発生 電磁誘導 利用 充電 挿 充電 可能
高速道路 埋 込 充電 走行 研究

現在 世界 研究 盛 行 日 進化 登
場

日産 年発売当初 航続可能距離 素材 変更
現在 車 伸 信頼性 寿命性能 向上

研究 開発 更 安全 劣化 電気 貯 充電時間
短 済 出 考
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3 教科名：次世代自動車エキスパート「基礎編」

履修確認 科目名：次世代自動車　エキスパート概論
第（ 3 / 4 ）回  

ＥＶ車の充電技術

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　氏名：
解答時間
１５分

問題１ リチウムイオンバッテリの特徴として不適切なものを選びなさい。
(1)ニッケル水素バッテリに比べ、小型化できる。
(2)ニッケル水素バッテリに比べ、1.5倍ほど長寿命となっている。
(3)ニッケル水素バッテリに比べ、重量を軽くできる。
(4)ニッケル水素バッテリに比べ、自己放電が多い。

問題２ リチウムイオンバッテリの特徴として不適切なものを選びなさい。
(1)リチウムイオンバッテリは不燃性のため、温度管理を必要としない。
(2)リチウムイオンのセパレータは、電流が多く流れ過ぎ異常過熱した際、溶けることで気孔を塞ぎ、リチウムイオ
ンの移動を止めることで電流を遮断する。
(3)リチウムイオンバッテリの電解液は刺激性があるため、取扱いには注意が必要となる。
(4)リチウムイオンバッテリの電解液は水分と反応して、酸性の蒸気を発生させる。

問題３ 日産リーフのリチウムイオンバッテリについて不適切なものを選びなさい。
(1)搭載されているリチウムイオンバッテリの総電圧は、約360Ⅴである。
(2)搭載されているリチウムイオンバッテリには、一般家庭2日分ほどの電気を蓄えることができる。
(3)搭載されているリチウムイオンバッテリは、筒型を採用している。
(4)搭載されているリチウムイオンバッテリは、セル（単電池）をたくさん接続し出力を得ている。

問題４ リーフのリチウムイオンバッテリの安全装置について不適切なものを選びなさい。
(1)リチウムイオンバッテリが収納されている、バッテリパックは軽量化のため、樹脂でできている。
(2)異常や衝突を検知した場合、電流を遮断するシステムがある。
(3)整備時や、事故などの際に高電圧を遮断するサービス・プラグがある。
(4)バッテリの状態（充電状態・出力・入力・温度）を検知し、過電圧・過放電・加熱の防止を行っている。

問題５ 充電の規格について適切なものを選びなさい。
(1)充電プラグ（ポート）の形状など、全世界共通の規格に統一されている。
(2)ＣＨＡｄｅＭＯ（チャデモ）規格に使用される充電ポートは普通充電ポートと急速充電ポートを別けている。
(3)ＣＯＭＢＯ（コンボ）規格とＣＨＡｄｅＭＯ（チャデモ）規格は同じ通信方式を利用しており、互換性がある。
(4)日本車に多く採用されているのは、ＣＯＭＢＯ（コンボ）規格である。

問題６ 充電方式の違いについて不適切なものを選びなさい。
(1)急速充電は車載充電器が制御することで、バッテリの充電を制御している。
(2)普通充電は車両専用の充電ケーブルを使用して充電を行う、
(3)急速充電は充電電流が高いため、早い段階で上限電圧に達するので、電流を下げていく。
(4)普通充電は充電電流が低いため、一定電流で充電し、満充電付近で電流を下げていく。

問題７ 充電方式の違いについて不適切なものを選びなさい。
(1)急速充電の場合、充電プラグから交流電流で充電することで、バッテリを直接充電している。
(2)普通充電200Ⅴの場合、充電プラグから単相交流200Ⅴを供給し、車載充電器で直流に変換してバッテリを充電し
ている。
(3)急速充電と普通充電（100Ⅴ・200Ⅴ）での最大充電電流は、急速充電が最も高い。
(4)急速充電はバッテリの状態を急速充電器に送信し、バッテリを充電している。

問題８ 充電の注意事項について不適切なものを選びなさい。
(1)充電ポートに水やほこりなど異物がないかを確認してから充電する。
(2)普通充電する際、充電ケーブルが届かない場合は、延長用コンセントなどを利用して充電する。
(3)充電ポートに損傷、腐食、サビがある場合は、充電を行わない。
(4)強く水がかかる場合や、濡れた手で充電プラグの抜き差しは行わない。

問題９ バッテリの管理について不適切なものを選びなさい。
(1)直射日光を避け、涼しい場所で保管する。
(2)急加速などを行うと、過放電によりバッテリが高温となり劣化につながる。
(3)充電はこまめに満充電を行うことで、劣化を防ぐことができる。
(4)長期放置する場合は、充電が空の状態で放置しない。

問題１０ バッテリを劣化させないようにすることで不適切なものを選びなさい。
(１) 充電は満充電ではなく、80％程度で止める。
(2)充電は空になるまで減らしてから充電する。
(3)充電回数を少なくする。
(4)急速充電と急加速などは控える。
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3 教科名：次世代自動車エキスパート「基礎編」

解答 科目名：次世代自動車　エキスパート概論
第（ 3 / 4 ）回  

ＥＶ車の充電技術

　　　　 　　　　　　　　　　氏名：
解答時間
１５分

解答１ (4)ニッケル水素バッテリに比べ、自己放電が多い。

解説・解釈 ニッケル水素バッテリに比べ、内部抵抗が小さいため、自己放電が少ない。

解答２ (1)リチウムイオンバッテリは不燃性のため、温度管理を必要としない。

解説・解釈 リチウムイオンバッテリは可燃性でり、温度が上昇し過ぎると高温で発火する危険性があるので、温度管理が必要とな
る。

解答３ (３)搭載されているリチウムイオンバッテリは、筒型を採用している。

解説・解釈 搭載されているリチウムイオンバッテリは、ラミネート型を採用している。

解答４ (1)リチウムイオンバッテリが収納されている、バッテリパックは軽量化のため、樹脂でできている。

解説・解釈 (1)リチウムイオンバッテリが収納されている、バッテリパックは衝撃から守るため、強固な鉄製でできています。

解答５ (2)ＣＨＡｄｅＭＯ（チャデモ）規格に使用される充電ポートは普通充電ポートと急速充電ポートを別けている。

解説・解釈 充電規格は世界で統一されておらず、日本車に多く採用されているのはＣＨＡｄｅＭＯ（チャデモ）規格であり、ＣＯ
ＭＢＯ（コンボ）規格はドイツ、アメリカなどの欧州で採用されており、通信方式も違うため互換性はない。

解答６ (1)急速充電は車載充電器が制御することで、バッテリの充電を制御している。

解説・解釈 急速充電は急速充電器が制御することで、バッテリの充電を行っています。普通充電は、車載充電器（車載）が制御し
行っている。

解答７ (1)急速充電の場合、充電プラグから交流電流で充電することで、バッテリを直接充電している。

解説・解釈 急速充電の場合、充電プラグから直流電流で充電することで、バッテリを直接充電しています。

解答８ (2)普通充電する際、充電ケーブルが届かない場合は、延長用コンセントなどを利用して充電する。

解説・解釈 普通充電する際、充電ケーブルが届かない場合でも、延長コンセントを使用してはいけない。使用すると、大電流によ
り火災などの事故につながる。

解答９ (3)充電はこまめに満充電を行うことで、劣化を防ぐことができる。

解説・解釈 充電回数が多くなると、劣化が早くなるため、充電回数は少ないほうがよい。

解答１０ (2)充電は空になるまで減らしてから充電する。

解説・解釈 充電が空になるとバッテリの劣化が進むため、２０～３０％くらいまで減ったら充電を行うことで、劣化を遅らせるこ
とができます。
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●ページ数

Ｐ55

Ｐ56

Ｐ57

Ｐ58

Ｐ59

Ｐ60～61

Ｐ62～63

Ｐ68

Ｐ69～70

Ｐ70

Ｐ71

Ｐ71

寸法、重量等について

授業シート
（目次）

高電圧作業上の注意事項

リーフのリチウムイオンバッテリの放電手順

高電圧経路の遮断方法

高電圧部位の配置

エネルギー制約の高まりや地球温暖化対策の観点から、エネルギー効率やＣＯ2排出量に優れた性能をもつ、プラグイン・ハイブ
リッド車（ＰＨＶ）、電気自動車（ＥＶ）、超小型電気自動車（スマートＥＶ）、燃料電池車（ＦＣＶ）などの次世代自動車の
普及に向けた先進的な取り組みが、経済産業省を中心に地方自治体（都道府県から市町村町レベル）に広がってきている。これ
らの次世代自動車には、エネルギー源として電気や水素などが使用され、動力源としてモーターを使用し、それらを最先端の通
信技術で結んでいる。これらの技術の正しい知識を持つことは、適切な取り扱いや、安全な整備作業を行う上で欠かすことが出
来ない。また次世代電力ネットワーク社会に対応した供給電源（Ｖ2Ｈ）の構造や取り扱いの知識の習得が重要になる。本講座は
整備士が次世代自動車の構造や最新の技術について新たに学び直すための教育プログラムとして、その構造や技術を理解すると
ともに、次世代自動車及びその周辺の最新の技術を理解することを目的とする。

特別教育について

リーフのリチウムイオンバッテリの仕様

実習車両(日産リーフ)の概要

10分経過以降に作業

次世代自動車の整備時の安全作業

●シラバス

●授業項目

注意事項と事前準備

リチウムイオンバッテリの概要と注意事項

●キーポイント

ｅ-POWERシステムの構成 各部品の配置

残量半分以下になるまで放電

サービスプラグ取外し

走行状況におけるシステム作動

エンジンで発電してモータで駆動

●授業コメント

次世代自動車を取り巻く環境は年々進化しています。今後各メーカーから最新の次世代自動車車が登場します。また次世代自動
車に関係する国際情勢も年々変化していきます。今からしっかりと新しい知識を身に付けて、時代に乗り遅れないようにしま
しょう。

●資格関連度 二級自動車整備士

高電圧経路の遮断方法

リチウムイオンバッテリの配置

10分経過後に作業

教科名：次世代自動車エキスパート「基礎編」
科目名：次世代自動車　エキスパート概論
第（ 4 / 4 ）回  

日産ノートｅ-POWERの概要

（参考資料）新しくなったハイブリッド技術

ｅ-POWERシステムの作動

搭載されるリチウムイオンバッテリ

システム最大時約400V
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時間目 目

日産 基本構成 安全作業
日産

車 自動車 車 車 違 走行中 二酸化炭素排出
環境 良 自動車 電気 走行 抑
充電 電気 家庭用電源 利用 非常時 電源 利用

日産 搭載 高電圧 最大約
重量物約 安全 注意 必要

日産 車両外観 特徴

日産 下記 特徴 車種 特定

安全 作業

高電圧回路 遮断

車 電気自動車 最大 程度 高電圧 有 取
外 作業 行 前 必 引 抜 高電圧 遮断 行

抜 高電圧部位 解体 分解 切断等 行 感電 重
度 火傷又 重大傷害 最悪 場合 死亡 至 可能性
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高電圧系部品 配線 位置

本車両 最大約 高電圧 備
高電圧系統 配線 色 被覆 保護 注意 必要
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仕様

種類 電池 定格電圧

構成 重量

外寸寸法
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安全 取 外 重要事項

高電圧作業上 注意

警告 以下 警告事項 遵守 作業 実施
車 電気自動車 高電圧 有 取 扱 誤

感電 漏電 取 扱 時 作業手順 従 正 作業 実施

高電圧系 及 部品 取 扱 時 高電圧回路 遮断 必
取 外

取 外 作業中 他 人 誤 接続
作業者自 保管

高電圧系 作業 実施 際 必 絶縁保護具 着用

高電圧作業時 担当者 明確 他 人 車両 触
作業時以外 耐電 等 高電圧部品 覆 他 人 触

破損 衝撃 与
使 解体 車載 状態

等 突 刺 高所 落下等

高電圧 機器 識別
高電圧 及 色 統一

高電圧機器 高電圧 色 貼 付
部品 不用意 触

高電圧 端子 処理
高電圧 端子 取 外 後直 側 絶縁 貼 絶縁

作業中 携帯禁止品
高電圧 強力 磁力 持 部品 使 短絡 金属製品 磁気
記録破壊 磁気記録媒体 等 身
作業 行

取 外 保管
雨水 場所 直射日光 当 場所 保管
取 外 火 近 加熱

高電圧作業中 表示
高電圧系 作業 行 車両 高電圧作業中 付 触 表示 行 他
作業者 注意 喚起
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右下 残量計
残量 確認

残量 半分以上 図中 目盛 個以上点灯
場合 引 続 次工程 進 放電

残量 半分以下 図中 目盛 点灯 個以下 場合
遮断手順 進

等 電装類 作動
放電 放電所要時間 目盛 分程度

手動 温度調整 使 最高温度 上 外気導入 風
量 最大 設定

残量計 半分以下 電源

以上 放電作業 完了
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4 教科名：次世代自動車エキスパート「基礎編」

履修確認 科目名：次世代自動車　エキスパート概論
第（ 4 / 4 ）回  

講師名：
次世代自動車の整備時の安全作業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　氏名：
解答時間
１５分

問題１ リーフにも用いられている、最近のハイブリッドや電気自動車に用いられるバッテリの種類は次のうちどれか
(１)鉛バッテリ
(２)ニッケル水素バッテリ
(３)リチウムイオンバッテリ
(４)燃料電池

問題２ 法的な電圧区分で「低圧」とされる電圧の大きさは、直流交流それぞれ何Ｖか
(１)直流200V以下　 交流100V以下
(２)直流750V以下　 交流600V以下
(３)直流700V以下　 交流700V以下
(４)直流7000V以下　 交流7000V以下

問題３ リーフのリチウムイオンバッテリの最大電圧は次のうちどれか
(１)約12V
(２)約100V
(３)約200V
(４)約400V

問題４ リーフのリチウムイオンバッテリの重量は次のうちどれか
(１)約50kg
(２)約150kg
(３)約300kg
(４)約350kg

問題５ 高電圧経路の遮断のために必ず取外す部品は次のうちどれか
(１)サービスプラグ
(２)メーンヒューズ
(３)高電圧ハーネス
(４)駆動用モータ

問題６ 高電圧端子やハーネスの識別色は次のうちどれか
(１)黄色
(２)赤色
(３)橙色
(４)白色

問題７ 高電圧経路の作業中、携帯してはいけない物は次のうちどれか
(１)磁気記録媒体
( 2 )プラスチック類
(３)記録簿
(４)帽子

問題８ 高電圧経路の作業中、必ず守らなければならないことは次のうちどれか
(１)雨天や多湿の日に作業は行わない
(２)「高電圧作業中」などのパネル等を立てて注意喚起する
(３)車両の周囲にパイロンを立て、他者の接近を禁止する
(４)必ず２人以上で作業を行う

問題９ リチウムイオンバッテリを取り外す場合、必ずしなければならないことは次のうちどれか
(１)12Vバッテリを完全に取外す
(２)駆動用モータの取外し
(３)車載充電器の取外し
(４)リチウムイオンバッテリの放電作業

問題１０ 高電圧経路の遮断後、作業に移る前の安全確保の時間は次のうちどれか
(１)

)

約5分
(２)約10分
(３ 約30分
(４)約60分
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4 教科名：次世代自動車エキスパート「基礎編」

解答 科目名：次世代自動車　エキスパート概論
第（ 4 / 4 ）回  

次世代自動車の整備時の安全作業

　　　　 　　　　　　　　　　氏名：
解答時間
１５分

解答１ (3)

解説・解釈 (１)、(２)は容量不足。(４)は燃料電池車

解答２ (2)

解説・解釈 労働安全衛生法59条と労働安全衛生規則36条により特別教育が義務付け

解答３ (4)

解説・解釈 一般的に(１)は鉛バッテリ、(２)・(３)はニッケル水素バッテリ

解答４ (3)

解説・解釈

解答５ (1)

解説・解釈 部品や端子を外す前に、高電圧計路の遮断を必ず行う

解答６ (3)

解説・解釈 (１)なエアバッグ。(２)、(４)は通常の車両ハーネスに用いられる色

解答７ (1)

解説・解釈 金属製品や携帯電話、キャッシュカードなども含む

解答８ (2)

解説・解釈 必ず周囲に対しての注意喚起が必要

解答９ (4)

解説・解釈 (１)－端子の取外しのみ　(２)、(３)の前に(４)が必要

解答１０ (2)

解説・解釈 コンデンサの放電を含めた安全のための待機時間
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参 考

「新しくなった、ハイブリッド技術」
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発電 電気 使用 駆動力 電気自動車 同様 駆動
発生

充電器 代 発電 搭載
発電 搭載 小型化

特徴
力強 良 加速 加速 実現
静 走行 実現

作動

走行 駆動 発電 細
制御 低燃費 同等 走行性能 両立

通常発進 走行時 残量 十分

停止 電力 静 力強
発進

動
電力 駆動

供給 駆動 出力 走行
始動

駆動モーター

インバーター

リチウムイオン
バッテリー

発電機モータ

エンジン

駆動力の流れ

電力の流れ

e-POWERの状態
エンジン：停止

リチウムイオンバッテリ：出力
駆動モータ：出力

日産 の基本構成と安全作業
概要

日産
概要



69

通常発進 走行時 残量 少

発電 回転 発電 電力 充
電 走行 効率 良 使用 制御
優 低燃費 実現

動
電力 発電

供給 始動
出力 発電 回転 電力 生成

発電 電力 駆動 供給 駆動
出力 走行

同時 発電 電力
供給 充電

急加速 登坂時 電力 供給 走行

電力 加 発電 電力 駆動
直接供給 出力 高 力強 走 楽

動
電力 発電

供給 始動
出力 発電 回転 電力 生成

電力 加 発電
電力 駆動 供給 駆動 出力
高 走行

駆動モーター

インバーター

リチウムイオン
バッテリー

発電機モータ

エンジン

駆動力の流れ

電力の流れ

e-POWERの状態
エンジン：運転

リチウムイオンバッテリ：充電
駆動モータ：出力

駆動モーター

インバーター

リチウムイオン
バッテリー

発電機モータ
エンジン

駆動力の流れ

電力の流れ

e-POWERの状態
エンジン：運転

リチウムイオンバッテリ：出力
駆動モータ：出力
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減速 降坂時 走行

駆動 回生発電 電力 充電

動
減速時 止
駆動輪 駆動 回転 回生発電
行

回生発電 電力 供給
充電

充電量 高 状態
放電 回転
放電時 運転 燃料噴射

構成部品 配置

V

電流

電動

IPDM ER

DC/DC

冷却

VSP

電動 ECM

電動
駆動

発電

駆動モーター

インバーター

リチウムイオン
バッテリー

発電機モータ

エンジン

駆動力の流れ

電力の流れ

e-POWERの状態
エンジン：停止

リチウムイオンバッテリ：充電
駆動モータ：回生
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概要

下 配置

車 元 必要 骨格 内側
乗員保護 保護 同時 行

冷却 及 後席足元 配置

助手席足元 配置

仕様

種類 電池 定格電圧

構成

点検整備 注意事項

車両 長時間放置 少 放電 少
月 一度 分間 運転

内 水槽 水 置
水 故障 原因

前席 下 冷却 空気取入
口 冷却 空気取入 口 塞 液体 砂
異物 入 注意
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点検 整備時 確実 高電圧回路 遮断 高電圧
備

取 外 高電圧回路 半分 分

取 外 取 付 絶縁保護具 着用

高電圧遮断手順 取 外

助手席 下 取 外

取 外

取 外 保管

取 外 後 最低 分間待機

高電圧遮断確認手順 実施 全 電圧 放電 確認

取 外

取 外 作業時 絶縁保護具 着用
外 高電圧 端子 露出 直 絶縁 保護

システムメイン
リレー1

システムメイン
リレー2

プリ
チャージ
リレー

リチウム
イオン
バッテリ

サービス・プラグ

１．レバーが停止する
　　まで起こす。

２．爪を押してロック
を解除する。

３．レバーを起こす。 ４．サービス・プラグを
　　引き抜く。
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『次世代自動車エキスパート養成教育プログラム開発事業』

―　次世代自動車エキスパート概論（基礎編）　―

試験問題用紙 ＊答えは全て解答用紙に記入しなさい。

問1 低炭素社会づくりの行動計画で不適切と思われるものをえらびなさい。
(1) 2050年までに温室効果ガス排出量を半減させる
(2) 2030年までに次世代自動車の電池の容量を現状の1.5倍、コストを7分の1にする。
(3) 現在50台に1台の割合で販売される次世代自動車を2020年までに新車販売台数2台
　　　に1台の割合とする。
(4) 2030年までに高度道路交通システム（ＩＴＳ）の推進を図る。

問2 燃料電池車についての説明で適切なものをえらびなさい。
(1) 燃料電池車は、搭載した燃料電池で水を電気分解して、できた水素を燃焼させて走行
　　　する自動車である。
(2) 走行時に発生するＨＣなどの有害物質を水素で化学反応させて分解し、無害なガスにして
　　　大気に放出している。
(3) 燃料電池は電気の化学反応をにより発電されるので、ガソリン車に比べ非常に静かである。　
(4) 1回あたりの水素充填に対しての走行距離は電気自動車より短いため、航続距離の課題が
　　　多く残る。

問3 電気自動車についての説明で適切なものをえらびなさい。
(1) 蓄電池には、鉛電池やニッケル水素電池、リチウムイオン電池などが実用化されているが、
     その中でも鉛電池はエネルギー効率や寿命的にも優れているので電気自動車等に使用
     されている。
(2) 電気自動車のメリットとして電池コストが低いので、車両本体価格を下げられる特徴がある。
(3) 走行時の騒音が少ない特徴があるが、排気ガスの排出が多いので問題化されている。　
(4) 電気自動車の構成部品としてはバッテリー、モーター、コントローラーなどである。

問4クリーンディーゼル車についての説明で不適切なものを選びなさい。

(1) 平成22年排出ガス規制をクリアする車両で、ＮＯｘやＰＭの排出量が極めて少なく、ガソリン車
　　 とほぼ同等の基準を達成している。
(2) コモンレールシステムによって排気ガスや騒音などの従来のデメリットが克服されている。
(3) 環境問題に敏感な欧州では、エコカーとして普及が急速に進んでいる。
(4) 欧州ではエコカーとして扱われるが、国内では黒鉛などを多く排出するイメージがある為、
　　 販売までには至っていない。

問5ハイブリッド自動車についての説明で不適切と思われるものを選びなさい。

(1) ガソリンやディーゼルの内燃機関と電気や油圧等のモーターを併用して走行する自動車のこと。
(2) 制動時の回生エネルギーを回収し、駆動用エネルギーとして再利用することが出来る。
(3) 充電ステーションなどのインフラが整っていないため、長距離走行に問題が発生している。
(4) ハイブリッド自動車はアイドリング・ストップすることが出来るので低燃費・低排出ガスを実現
    

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

    

 している。

問6モーターの説明として適切なものを選びなさい。

クリーンエネルギーを運動エネルギーに変換する装置。
電気エネルギーを熱エネルギーに変換する装置。
熱エネルギーを位置エネルギーに変換する装置。
電気エネルギーを運動エネルギーに変換する装置。

問7 電気自動車の駆動用モーターとして適切なものを選びなさい。

ブラシレスモーター
コアレスモーター　　　
超音波モーター　
リニアモーター
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問8 電気自動車の回生ブレーキについての説明として不適切なものを選びなさい。
減速時にタイヤの運動（回転）エネルギーを利用して発電している。
電動ポンプで加圧した油圧を利用したブレーキで応答性に優れている。
モーターの回転抵抗を利用したブレーキである。
今までは熱エネルギーとして失われていたものを電気エネルギーとして回収できるシステム

問9インバータの説明として不適切なものを選びなさい。

鉛バッテリの直流（DC）電源を駆動用モーターで使用する交流（AC）に変換する装置。　
回生ブレーキによって発電した交流（AC）を直流（DC）に変換してリチウムイオンバッテリに
充電する装置。
リチウムイオン電池の直流（DC）電源を駆動用モーターに使用する交流（AC）に変換する装
置。
直流（DC）を交流（AC）に又は、交流（AC）を直流（DC）に変換する装置。

問10 DC-DCコンバータの変換電圧として適切なものを選びなさい。※電圧値はリーフを参考しています
DC１２V⇒DC２４V　　　
DC３６０V⇒DC１２V
DC１２V⇒DC３６０V
DC１２V⇔DC３６０V

問11リチウムイオンバッテリの特徴として不適切なものを選びなさい。

(1)ニッケル水素バッテリに比べ、小型化できる。
(2)ニッケル水素バッテリに比べ、1.5倍ほど長寿命となっている。
(3)ニッケル水素バッテリに比べ、重量を軽くできる。
(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)
(2)

(3)

(4)

ニッケル水素バッテリに比べ、自己放電が多い。

問12リチウムイオンバッテリの特徴として不適切なものを選びなさい。
(1)リチウムイオンバッテリは不燃性のため、温度管理を必要としない。
(2)リチウムイオンのセパレータは、電流が多く流れ過ぎ異常過熱した際、溶けることで気孔を
   塞ぎ、リチウムイオンの移動を止めることで電流を遮断する。
(3)リチウムイオンバッテリの電解液は刺激性があるため、取扱いには注意が必要となる。
(4)リチウムイオンバッテリの電解液は水分と反応して、酸性の蒸気を発生させる。

問13 バッテリの管理について不適切なものを選びなさい。
(1)直射日光を避け、涼しい場所で保管する。
(2)急加速などを行うと、過放電によりバッテリが高温となり劣化につながる。
(3)充電はこまめに満充電を行うことで、劣化を防ぐことができる。
(4)長期放置する場合は、充電が空の状態で放置しない。

問14 バッテリを劣化させないようにすることで不適切なものを選びなさい。
充電は満充電ではなく、80％程度で止める。
充電は空になるまで減らしてから充電する。
充電回数を少なくする。
急速充電と急加速などは控える。

問15 充電方式の違いについて不適切なものを選びなさい。

(1)急速充電は車載充電器が制御することで、バッテリの充電を制御している。
(2)普通充電は車両専用の充電ケーブルを使用して充電を行う。
(3)急速充電は充電電流が高いため、早い段階で上限電圧に達するので、電流を下げていく。
(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

普通充電は、充電電流が低いため、満充電付近で電流を下げていく。

問16 法的な電圧区分で「低圧」とされる電圧の大きさは、直流交流それぞれ何Ｖか
(1) 直流２００Ｖ以下　交流１００Ｖ以下
(2) 直流７５０Ｖ以下　交流６００Ｖ以下
(3) 直流７００Ｖ以下　交流７００Ｖ以下
(4) 直流７０００Ｖ以下　交流７０００Ｖ以下
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問17 高電圧端子やハーネスの識別色は次のうちどれか

(1) 黄色
(2) 赤色
(3) 橙色
(4) 白色

問18 高電圧経路の遮断後、作業に移る前の安全確保の時間は次のうちどれか

(1) 約5分
(2) 約10分
(3) 約30分
(4) 

(1) 
(2) 
(3) 
(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

 

約60分

問19リーフのリチウムイオンバッテリの最大電圧は次のうちどれか

約12V　
約100
約200V　
約400V

問20リチウムイオンバッテリを取り外す場合、必ずしなければならないことは次のうちどれか

12Vバッテリを完全に取外す
駆動用モータの取外し
車載充電器の取外し
リチウムイオンバッテリの放電作業
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『次世代自動車エキスパート養成教育プログラム開発事業』

―　次世代自動車エキスパート概論　―

解答用紙

問　16 問　17 問　18 問　19 問　20

問　11 問　12 問　13 問　14 問　15

問　6 問　7 問　8 問　9 問　10

問　2 問　3 問　4 問　5

氏　　　　　　　名 得　　　点

問　1
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『次世代自動車エキスパート養成教育プログラム開発事業』

―　次世代自動車エキスパート概論　―

解答例

問　16 問　17 問　18 問　19 問　20

問　11 問　12 問　13 問　14 問　15

問　6 問　7 問　8 問　9 問　10

問　2 問　3 問　4 問　5

氏　　　　　　　名 得　　　点

問　1

2 3 4 4 3

4 1 2 1 2

4 1 3 2 1

2 3 3 4 4
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